
観光庁長官登録旅行業 第2012号 （社）全国旅行業協会会員 〒020-0124 岩手県盛岡市厨川1-17-18 総合旅行業務取扱管理者 相馬高広

現在中断中のGoToトラベル事業が、今後再開・延長される可能性がございます。しかしながら事業再開時期や具体的な適用条件などが未確定の為、
当ﾁﾗｼでは通常の旅行代金のみ記載しております。旅行開始日時点で事業再開の場合は、割引適用後代金などﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で詳細をご案内致します。

ご
案
内

ホームページからの申込なら24時間予約受付OK！

クレジット決済やコンビニ払いが選べて、らくらく申込み！

北アルプス・燕岳から、イルカ岩と槍ヶ岳



4月29日（金・祝）

8,000円

出発日

旅行代金

約3時間
約6km
標高差370ｍ

初級

夕暮れ時から登りはじめ山頂から夜景と星空を楽しむ☆

厨川バス本社15：10・盛岡駅西口15：30 ===
=== 相の沢キャンプ場登山口・・・・西コース・・・
・・・山頂・・・東コース・・・登山口＝==
==盛岡駅西口20：40頃 ・厨川21：00頃

①5月 22日（日）

②8月11日（木・祝）

9,000円

出発日

旅 行
代 金

約3時間
約5km
標高差580ｍ

初級

岩手山,早池峰山と共に岩手三山として親しまれている

厨川バス本社8：10・盛岡駅西口8：30===
===田代登山口・・・・山頂・・・ざんげ坂・・・
・・・・・一本杉登山口==＝=入浴=＝==
===厨川16：10頃・盛岡駅西口16：30頃

5月28日（土）

10,500円

出発日

旅行
代金

約3時間
約6km
標高差480ｍ

初級

陸前高田にある氷上山はツツジと太平洋の眺望も抜群

厨川バス本社7：10・盛岡駅西口7：30===
===玉の湯==中央登山口・・・赤鳥居・・・山頂・・・
・・・玉山コース・・・一本杉・・・玉の湯・・・入浴===
===盛岡駅西口17：40頃 厨川18：00頃

5月14日（土）

10,800円

出発日

旅 行
代 金

約3時間
約6km
標高差514ｍ

初級

海抜0ｍからの山道は迫力満点の海岸美

厨川バス本社7：10・盛岡駅西口7：30 ===
===参道登山口・・・・松林・・・奥宮・・・山頂・・・
・・・・赤林・・・・・漉磯海岸=＝=入浴=＝=
==盛岡駅西口18：30頃・ 厨川18：50頃

6月11日 （土）

9,000円

出発日

旅行
代金

約2.5時間
約3km
標高差400ｍ

初級

神秘に輝くヒカリゴケとこの時期限定のオサバグサを求め♪

厨川バス本社7：10・盛岡駅西口7：30 ====
===小田越登山口・・・巨岩・・・山頂（往復）==
入浴==盛岡駅西口16：00頃・ 厨川16：20頃

6月 4日（土）

10,500円

出発日

旅行
代金

約4時間
約9km
標高差420ｍ

中級

広大な牧野から日本一の白樺美林、平庭高原を目指す縦走路

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ====
==袖山高原登山口・・・安家森（1.239ｍ）・・・遠別岳
（1.235ｍ）・・・平庭岳（1.059ｍ）・・・つつじが丘==
==入浴===盛岡駅西口17：40頃 厨川18：00頃

4月17日 （日）

8,500円

出発日

旅 行
代 金

約3時間
約5km
標高差220ｍ

初級

厨川バス本社8：10・盛岡駅西口8：30 ===
==台温泉登山口・・・・天望所・・・万寿山・・・
・・・・鉄塔・・・・登山口==＝＝入浴=＝=
==盛岡駅西口16：10頃・ 厨川16：30頃

春の訪れを告げる珍しいミスミソウやイワウチワ、ミツバオウ
レンなど春のお花がお出迎え♪

4月23日 （土）

8,000円

出発日

旅 行
代 金

約2.5時間
約3.5km
標高差125ｍ

初級

厨川バス本社8：10・盛岡駅西口8：30 ===
==七ツ森小口・・勘十郎・・・鉢森・・・石倉森・・・生森
山山頂348ｍ・・・登山口=＝雫石川園地桜並木==
入浴==盛岡駅西口15：30頃・ 厨川15：50頃

七ツ森プチ縦走は4つのピークを巡り生森山（おおもり）からの
パノラマが楽しめる。話題の桜スポット「雫石川園地並木1,5Km」

焼石岳・ハクサンイチゲのお花畑日
帰
り
登
山

標高差100～300m程度 歩行3～5時間以上
標高差300～600m程度

歩行4～6時間以上
標高差600～800m程度

歩行6～8時間以上
標高差800m以上

歩行7時間以上
標高差1,000m以上

一部勾配のある山道・散策路を歩
きます。必ずしも登山靴である必要
はありませんが、歩きやすい装備で
ご参加下さい。

初級でもしっかりした装備が必要。
変化に富んだ山歩きを楽しみます。
長い距離が苦にならなかったり、慣
れたら中級を目指してみましょう。

普段から山歩きに親しまれている方向
けです。山小屋に泊まる登山コースが
含まれます。日帰りで10km以上の山
行も含まれてきます。

ルートは変化に富み、登山の経験と体
力が必要です。宿泊の荷物を持った縦
走コースなどが含まれます。日帰りで標
高差1,000m以上のコースもあります。

上級レベル相当の登山に普段か
ら親しまれている必要があります。
難所を超える技術や長時間の
歩行を要求されます。

中級 上級 上級健脚初 級ハイク
登
山
歩
行
レ
ベ
ル

※ヘッドライト持参

① 5月29日（日）

② 7月 10 （日）

11,000円

出発日

旅行
代金

約4時間
約8km
標高差630ｍ

中級

三陸沿岸の最高峰で日本三百名山にも認定されている

厨川バス本社7：10・盛岡駅西口7：30 ====
===赤坂峠登山口・・・畳石・・・しゃくなげ荘・・・
・・・日枝神社・・・山頂（往復）===入浴===
===盛岡駅西口18：30頃 厨川18：50頃



7月16日 （土）

14.800円

出発日

旅 行
代 金

約2.5時間
約2.5km
標高差380ｍ

初 級

津軽地方にそびえる標高1,625mの青森県最高峰で
あり、日本百名山に選定されてる名峰です

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ==HW==
===岩木山スカイライン===8合目・・・リフト分岐・・・
・・・鳳鳴ヒュッテ・・・おみ坂・・・山頂・神社奥宮（往復）
=＝入浴=＝盛岡駅西口19：00頃・ 厨川19：30頃

7月3日 （日）

14,000円

出発日

旅 行
代 金

約3.5時間
約5km
標高差280ｍ

初級

ゴンドラを利用して初級者でもお手軽にお楽しみ出来ます

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ====
===阿仁スキー場～ゴンドラ～山頂駅・・・石森・・・
・・・避難小屋・・・稚児平・・・山頂（往復）===入
浴===盛岡駅西口19：30頃・ 厨川19：50頃

7月9日 （土）

7月 24日 （日）

10,500円

出発日

旅行
代金

約6時間
約13km
標高差ﾏｲﾅｽ715ｍ

中級

裏岩手山を眺めながらの人気縦走コース。諸檜岳（もろびだけ）
嶮岨森(けんそもり）を越え、秘境の大深湿原の花畑が広がる

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ====
=＝裏岩手縦走登山口・・・諸檜岳・・・嶮岨森・・・
・・・大深山荘・・・大深湿原・・・松川温泉・・・入浴==
==盛岡駅西口18：10頃 厨川18：30頃

6月18日 （土）

9,500円

出発日

旅 行
代 金

約5.5時間
約11km
標高差400ｍ

中 級

山麓に広がるブナ林を抜けると、国見台、毛せん峠、鬼ヶ城、
火口湖湯沼、名残峠などの名所が満載！

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ====
===後生掛温泉・・・ベコ谷地・・・湯ノ沢・・・
・・・山頂・・・名残峠・・・後生掛温泉===入浴
====盛岡駅西口18：10頃 厨川18：30頃

6月12日（日）

14,500円

出発日

旅 行
代 金

約6時間
約12km
標高差830ｍ

上級

姥石平に広がるハクサンイチゲのお花畑は天空の楽園！

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30 ====
==ひめかゆ==タクシー乗換==中沼登山口・・・中沼・・・・
・・・銀名水小屋・・・姥石平・・・山頂（往復）===
==入浴===盛岡駅西口19：30頃 ・厨川19：50頃

① 6月26日（日） ② 7月2日（土）

10,500円

出 発 日

旅行代金

約4時間
約8km
標高差770ｍ

中 級

厨川バス本社7：10/盛岡駅西口7：30==（乗換えなし）==8合目・・・

・・・片倉展望台・・・お花畑・・・阿弥陀池・・・男岳・・・ムーミン谷・・・お花畑・・

・・・国見温泉==入浴==盛岡駅西口17：40頃/ 厨川18：00頃

全国的にも人気の秋田駒ヶ岳は高山植物の宝庫。八合目から国見温
泉へ抜ける人気の縦走ｺｰｽ！お花のベストシーズンにご一緒しましょう！
バスツアーなら乗り換えなくらくらく登山口まで移動しちゃいます♪

⑫ 天空の花畑・ 秋田駒ヶ岳（男岳）

① 7月15日（金） ②8月11日 （木・祝）山の日

10,500円

出発日

旅行代金
約4時間
約5km
標高差670ｍ

中級

厨川バス本社7：10==盛岡駅西口7：30 ==（乗換えなし）==

小田越登山口・・・一合目・・・五合目・・・お花畑・・・ハシゴ・・・山頂（往復）

==入浴===盛岡駅西口17：40頃 ===厨川18：00頃

早池峰山は北上山地の最高峰で、ﾊﾔﾁﾈｳｽﾕｷｿｳやﾅﾝﾌﾞﾄﾗﾉｵなど固有
種も多い。日本百名山・花の百名山にも選定されの人気の山です。
バスツアーなら乗り換えなくらくらく登山口まで移動しちゃいます♪

⑮ 固有種の宝庫早池峰山1.917ｍ

早池峰山・ハヤチネウスユキソウ

日
帰
り
登
山

秋田駒ヶ岳・ムーミン谷

登山は「登りたい山」と、「登れる山」とでは大きな違いがあります。自分の体力や経験、山に合った道具選びは楽しく安全に登る為の第一歩です。ご参加の前には必ずステップアップ

登山で自分の今の体力を確認しましょう。憧れの山を目指すのも登山の魅力のひとつですが、体力とかけ離れたコースでは苦しい登山となり、事故の原因にもなりかねません。ご自分

の体力にあった適切なｺｰｽ選びをお願い致します。ツアーごとに難易度と歩行時間を記載しましたのでご参考にして下さい。

～ 安全で楽しい登山は準備が大切 ～

7月30日（土）

14,800円

出発日

旅 行
代 金

約4.5時間
約8km
標高差560ｍ

中級

鳥海山の中腹にある青く輝く鳥海湖は、高山植物の楽
園！チョウカイアザミやチョウカイフスマなど固有種も数多い

厨川バス本社6：10・盛岡駅西口6：30==HW==
==象潟口・・・白糸の滝・・・賽の河原・・・御浜神社
・・・鳥海湖（往復）＝==入浴=＝=HW===
==盛岡駅西口20：30頃 ・厨川21：00頃



宿
泊
登
山

北アルプス・燕岳

7月21日（木）～7月23日(土)

118,000円
②約5時間、約5.5k

③約3時間、約4K
盛岡駅発
旅行代金

アルプスの女王と呼ばれる優雅で美しい「燕岳」。ご来光や日の入りを楽しめるアルプスでも有数の歴史を語る人気の山小屋「燕山荘」に宿泊
します。初めての北アルプス入門者にはおすすめのコースです。

中級

日 程

① 八戸駅・秋田発 ++ 盛岡駅（7：17～8：11）+++ 大宮駅++長野駅 ===山岳博物館===安曇野泊

② 宿舎 ・・・・・第1・2・3ベンチ・・・・合戦小屋・・・・・燕山荘・・・・燕岳2.763ｍ・・・燕山荘 泊

③ 山小屋・・・中房温泉・・・入浴・自由食==長野駅++大宮駅++盛岡駅（18：33～18：54）++八戸駅・秋田駅

6月8日（水）～6月11日(土) 159,000円
②約4.5時間、約9k③約5時間、約10K 宿泊：①・③高原テラス②法華院温泉 食事 朝3回、昼1回、夕3回 最少催行10名

旅 行
代 金

山一面をピンクに染めるミヤマキリシマは圧巻！九重連山の春を告げる久住山と平治岳を目指します。

中級

日程

5月2日（月）～5月4日(水・祝) 69,000円
②約3時間、約5k ③約1時間、約2K 宿泊：①ホテル天の川荘 ②ﾄﾞﾝﾃﾞﾝ山荘食事 朝1回、昼0回、夕1回 最少催行10名

旅行
代金

佐渡島にあるドンデン山は花の百名山に認定されており、早春にはイワカガミ、シラネアオイなどが咲
き誇ります。その中でもオオミスミソウは佐渡ならではの人気の高山植物♪

日程

6月18日（土）～6月19日(日) 39,800円
①約3時間、約6k ③約2.5時間、約6K 宿泊：①ホテルリッチ＆ガーデン酒田 食事 朝1回、昼0回、夕1回最少催行15名

旅行
代金

山形の日本海に浮かぶ「飛島」は鳥と花のナチュラルアイランド。6月はトビシマカンゾウが咲き島を彩ります。
信号やコンビニ、何もないからなんでもある。時を忘れて気軽に島ハイキングいかがですか♪
☆ホテルは安心一人一部屋利用です。

ハイク

日程

7月16日（土）～7月18日(月・祝) 57,600円
①約1時間、約3k②約5時間、約13K③約3.5時間、9K 宿泊①長蔵小屋②弥四郎小屋 食事朝2回、昼1回、夕2回

旅行
代金

花に詳しい尾瀬認定ガイドのご案内で尾瀬沼から尾瀬ヶ原までたっぷり尾瀬をお楽しみいただけま
す。初夏を感じるニッコウキスゲは、尾瀬ならではのあの景色が皆さまお待ちしております。
※バスは燧ヶ岳ツアーと混乗になります。

日程 7月16日（土）～7月18日(月・祝) 58,900円
歩行②約6.5時間、約10K③約3.5時間、10K 宿泊①御池ロッジ②尾瀬沼ヒュッテ 食事朝2回、昼0回、夕1回

旅行
代金

尾瀬沼湖面に鏡のように浮かぶ燧ヶ岳はまさしく絶景です！日本百名山、そして東北の最高峰か
らの景色は日光連山、尾瀬と至仏山に囲まれ素晴らしい山脈がご覧いただけます。
※バスは尾瀬トレッキングツアーと混乗になります。

中級

日程

宿泊：①ビレッジ安曇野 ②燕山荘 食事 朝2回、昼0回、夕2回 バス会社：アリーナ 最少催行10名

初 級

① 厨川本社・盛岡駅8：30==東北/磐越HW==新潟港～フェリー2等～両津港==市内ホテル※シングル利用

② ホテル===アオネバ登山口・・アオネバ渓谷・・・椿越峠・・・尻立山・・・ドンデン高原・・・山荘泊

③ 各自散策・・・山荘===両津港～～フェリー2等～～新潟港=HW==盛岡駅20：00頃・厨川バス本社

① 花巻空港8：40 ----> 名古屋小牧 ----> 福岡空港 ==ＨＷ=== 長者原高原テラス 泊

② 宿舎 ==牧ノ戸峠登山口・・・・久住山・・・・・中岳・・・・・久住分かれ避難小屋・・・法華院温泉山荘

③ 山荘 ・・・大戸越・・・平治岳（ミヤマキリシマの名所）・・・坊がツル・・・長者原登山口・・・長者原 泊

④ 宿舎 ====福岡空港 -----> 名古屋小牧--->花巻空港14：10着

①
厨川バス本社・盛岡駅7：30===東北・秋田HW== 元滝伏流水 === ビジターセンター・・・

《鳥海山麓・獅子ケ鼻湿原ハイキング・・・・あがりこ大王・・・鳥海マリモ===酒田ビジネスホテル泊

② ホテル==酒田港～定期船～飛島港・・・飛島ﾊｲｷﾝｸﾞ・・・賽の河原神社・・・ゴトロ浜・・・荒崎（渚100選）

・・・飛島港～定期船～酒田港===秋田・東北HW====盛岡駅20：00頃・厨川バス本社

6月23日（木）～6月25日(土) 148,000円
歩行 ②約3時間、約5.5k 宿泊：利尻島：ひなしげ館（連泊）食事 朝2回、昼1回、夕2回 宗谷バス 最少催行10名

旅行
代金

日程

日本最北の島、「利尻島」と「礼文島」をコンパクトに巡るコースです。お花好きなら一度は訪れたい島礼文

島は、固有種が咲き誇る花の楽園、花に詳しいガイドがご案内。※2日目利尻山登山に変更可（別途9千円）

初 級

① 花巻空港9：20---> 新千歳空港--> 利尻空港==利尻島観光（姫沼・ｵﾀﾄﾏﾘ沼など）==利尻島泊

②
宿 ==鴛泊港～ﾌｪﾘｰ2等～香深港・・《礼文島ﾌﾗﾜｰﾄﾚｯｷﾝｸﾞ》 桃岩～知床岬 ＝=香深港～鴛泊=宿舎

※ｵﾌﾟｼｮﾝ利尻山登山 【上級】 11時間、12K 別途9千円

③ 宿===鴛泊港～フェリー2等～稚内港==＝稚内空港-----> 新千歳空港-----> 花巻空港14：35着

初 級

① 厨川バス本社・盛岡駅7：30==東北HW===御池===沼山峠・・・大江湿原・・・尾瀬沼・・・山小屋

② 山小屋・・・尾瀬沼・・・白砂峠・・・見晴・・・尾瀬ヶ原・・・竜宮十字路・・・ヨッピ吊橋・・・・見晴・・・山小屋

③ 山小屋・・・天神田代・・・裏燧林道・・・上田代・・・御池・・・入浴===盛岡駅20：30頃・厨川バス本社

① 厨川バス本社・盛岡駅7：30===東北HW===御池泊

② ロッジ・・・・爼嵓2.346ｍ（まないたぐら）・・・柴安嵓2.356ｍ（しばやすぐら）・・・尾瀬沼・・・山小屋泊

③ 山小屋・・・尾瀬沼一周・・大江湿原・・沼山峠==御池・・入浴==HW==盛岡駅20:30頃・厨川バス本社

槍・穂高連峰の絶景を望む 北アルプス 燕岳 2,763ｍ

ひうちがだけ

くじゅう ひいじ

つばくろだけ



宿
泊
登
山

登山者憧れの名峰・槍ヶ岳

8月3日（水）～8月6日(土)

147,000円
①約3時間、約10K
②約7時間、約10k
③約5.5時間、約10K
④約3時間、約10K

盛岡駅発
旅行代金

登山者であれば一度は登頂したい「槍ヶ岳」！無理のないアプローチで槍ヶ岳登頂のダブルチャンス付きです！（天候に合わせ2日目又は3日目に登頂します）
山頂3.180ｍから見渡す360度の大パノラマは想像以上の絶景をお楽しみいただけます。憧れの頂きへご一緒しましょう！☆1・3泊目はお風呂付き山小屋です。

上級

日 程

7月25日（月）～7月27日(水) 108,000円
②約6時間、約9k ③約3時間、約6.5K 宿泊：①金沢駅周辺 ②室堂山荘 食事 朝1回、昼0回、夕1回 最少催行10名

旅行
代金

岐阜県と石川県にまたがる白山は、富士山、立山と並んで日本三名山に認定されています。また
「ハクサン」の名を冠した高山植物が咲き誇る花畑が広がります。

日程

8月10日（水）～8月11日(木・祝) 18,500円

①約4時間、約7.5k②約4時間、約8K 宿泊8合目避難小屋 食事 朝0回、昼0回、夕0回 最少催行10名

旅行
代金

岩手県民なら一度は登ってみたい岩手山。網張から岩稜帯の「鬼が城」をぬけ８合目避難小屋で
満天の星空はまさに別天地。お山の学校人気の大縦走路！山の日は岩手のてっぺんに立とう！

日程

宿泊：①・③横尾山荘 ②槍ヶ岳山荘 食事 朝2回、昼0回、夕2回 最少催行人員8名

① 八戸駅・秋田発 +++ 盛岡駅9：06 +++ 大宮駅++金沢駅・・・市内ビジネスホテル※シングル利用

② ホテル====別当出合・・・砂防新道・・・黒ボコ岩・・・室堂・・・白山山頂（御前峰）2.702ｍ・・・

・・・御池巡り・・・お花畑・・・白山室堂山荘泊

③ 山荘・・・エコーライン・・・別当出合==入浴==金沢駅++大宮駅++盛岡駅19：33++八戸・秋田

7月30日（土）～7月31日(日) 39,800円
①約2時間、約5k ②約3時間、約4K 宿泊：①月山頂上小屋 食事 朝1回、昼0回、夕1回 最少催行15名

旅行
代金

日程

月山は湯殿山、羽黒山と共に「出羽三山」の一つ。珍しい高山植物が多数生育し、弥陀ヶ
原周辺、高山植物のお花畑が広がります。山の南北を縦断する人気の大縦走コースです。

中級

中 級

① 八戸駅・秋田発 ++ 盛岡駅（7：17～8：11）++ 大宮駅++長野駅 ==上高地・・・横尾泊

② 山小屋・・・一ノ俣・・・槍沢ロッヂ・・・天狗原分岐・・・槍ヶ岳山荘・・・槍ヶ岳3.180ｍ・・・槍ヶ岳山荘泊

③ 山小屋・・・（2日目天気悪い場合は3日目頂上アタック）槍沢ロッヂ・・・一ノ俣・・・横尾山荘

④ 山小屋・・・上高地 ===長野駅 +++大宮駅+++盛岡駅（17：33～18：33）+++八戸・秋田

8月19日（金）～8月23日(火)

176,000円
①約1.5時間、約4K
②約7.5時間、約12k
③約6時間、約7K
④約6.5時間、約12K

盛岡駅発
旅行代金

上級
健脚

西・裏銀座に跨る人気の西鎌尾根ルートは槍ヶ岳に向かっての眺望と稜線が素晴らしい！鏡池からの逆さ槍ヶ岳や水が豊富な双六小屋周辺のお花畑や水晶岳・
鷲羽岳・樅沢岳（もみさわ）など見どころ満載の山々も楽しめます。遠くに浮かぶ槍ヶ岳を目指す大縦走のアルプスを是非ご堪能下さい。1日目はお風呂付きです。

日 程

一生に一度は登りたい！日本のマッターホルン 槍ヶ岳 3,180ｍ

双六岳・樅沢岳・西鎌尾根を行く！北アルプスの尖峰槍ヶ岳

① 八戸駅・秋田発 ++ 盛岡駅（7：17～8：11）++ 大宮駅++長野駅 ==新穂高・・・わさび平泊

② 山小屋・・・鏡平（鏡池）・・・弓折乗越・・・双六小屋・・・双六岳2.860ｍ・・・双六小屋泊

③ 山小屋・・・樅沢岳2.755ｍ・・・西鎌尾根・・・槍ヶ岳山荘・・・槍ヶ岳3.180ｍ・・・槍ヶ岳山荘

④ 山小屋・・・飛騨乗越・・・槍平小屋・・・滝谷出合・・・右俣林道・・・新穂高登山口===中尾温泉泊

⑤ 宿舎===上高地散策===長野駅+++大宮駅+++盛岡駅（17：33～18：33）+++八戸・秋田

①わさび平小屋②双六小屋③槍ヶ岳山荘④リゾートイン・ちろり庵 食事：朝4回、昼0回、夕4回 最少催行8名

中級

①
厨川バス本社・盛岡駅7：30 ===東北HW== 白糸の滝ドライブイン === 月山八合目 ････

・・・・・畳石・・・・・仏生池小屋・・・・・大峰・・・・・山頂・・・・月山頂上小屋 泊

② 山小屋 ・・・牛首・・・金姥・・・姥ケ岳・・・リフト上駅～～リフト下駅・・・姥沢口===入浴====＝

====東北HW=====盛岡駅・厨川バス本社16：30頃

①
厨川バス本社・盛岡駅8：00 ===網張～リフト～犬倉・・・姥倉分岐・・・切通し・・・鬼ヶ城・・・不動

平・・・8合目避難小屋泊（湧水あり）※小屋にはお湯、カップ麺、コーヒーの販売あり。

② 山小屋 ・・・山頂2.038ｍ（薬師岳）・・・平笠不動・・・ツルハシ・・・第二噴火口・・・焼走り登山口・・・・

焼走りの湯（入浴・各自自由食）・・・盛岡駅14：30頃・厨川バス本社

ヘルメット持参※槍ヶ岳山荘でレンタル有り

ヘルメット持参※槍ヶ岳山荘でレンタル有り

すごろく もみさわ

～ 山旅コラム ～

次回・秋号は7月頃予定です。お楽しみに♪

どうして山に登るの？そんな事を会社でもよく聞かれる。決まってるでしょ！

「そこに山があるから」だよ…登山家ジョージ・マロニーの言葉をまねて言う…(笑)

どんなに映像が発達してド迫力の大画面で山を見ても、どんなに便利になって

タケコプターで頂上に行けたとしても、きっと登山口から歩いて山に登るだろう

キツイ、疲れる、雨が降る、蚊に刺される、腹減る…そんな困難を

自ら選んで登る人はきっとこれからも絶える事はないだろう

なぜなら、歩いた人じゃないと味わえない何とも言えない充実感が

そこにあるからなんだと思う。どんなにキツイ山でも忘れたころ

また、山に登りたくなる…。さぁそろそろご一緒しませんか＾＾♪

※シュラフ持参



～知られざる魅力が詰まったルート。

ひょっこりひょうたん島のモデルとして有名な蓬莱島も見どころの一つ

～
*岩手県大槌町 浪板海岸～大槌駅
*歩 行：約3.5時間 約13.5km
標高差約183ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝=宮古駅前(9:30)＝＝浪板海岸駅
(10:15)・・・★民宿サトウ・・・吉里吉里海岸・・・吉里吉里国にて
休憩・住民とふれあい・「大槌オリジナルトレイル弁当」ランチ・・・崎山
展望台・・・筋山・・・蓬莱島・・・★おしゃっち(16:00)==宮古駅
(16:45)＝＝盛岡駅西口(18:45頃）

4/24（日）

1１,８00円

出発日

旅行代金

レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～逆境にも打ち克つしなやかで力強い人々。

防災と復興を学ぶトレイル～

*岩手県釜石市 大槌～箱崎白浜漁港
*歩 行：約4.5時間 約19.5㎞
標高差約125ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝=宮古駅(9:30)＝＝大槌駅(10:15)・・・
★チャリカフェ・・・城山公園にて「釜石ジオ弁当」ランチ・・・★おしゃっ
ち・・・★民宿宝来館にて休憩・住民とふれあい・・・箱崎白浜漁港
（17:00)＝＝宮古駅(18:00)＝＝盛岡駅西口(20:00頃）

5/1（日）

1１,８00円

出発日

旅行代金

初級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～波際、急斜面、静かな森、真っ暗な手彫りトンネルとラダー(はしご)。

みちのく潮風トレイルでもアドベンチャー満載のエキサイティングルート～

*岩手県田野畑村 北山浜～島越駅
*歩 行：約3.5時間 約11km
標高差約90ｍ

盛岡駅西口(7:00)＝=宮古駅(9:00)==★北山崎ビジターセン
ター(9:50)==北山浜・・・手彫りトンネル・・・机浜番屋群で休憩・
住民とふれあい・・・ロレオール田野畑にてランチコース・・・ ★田野畑
駅・・・★島越駅＝宮古駅(17:40)=＝盛岡駅西口(19:30頃)

５/１４（土）

1６,８00円

出発日

旅行代金

3
初級レベル

日帰り

最少催行人員10名 募集人員15名

1 2

みちのりトラベル東北が２０２２年４月から新しく展開する「みちのりアドベンチャートレイル」。
東北復興の道「みちのく潮風トレイル」を歩きながら、ツアーでしか味わえない特別体験やオリジナル

ランチが付き、新しい沿岸の魅力を体感できます。
「みちのく潮風トレイルハイキングパスポート」を利用してスタンプを集めながら、地元の方々との交流

を楽しみ、１年かけて沿岸12市町村を踏破する挑戦に、ぜひご一緒いたしましょう。

初～中級

～ウニ・アワビ・ホヤで有名な洋野町を歩くルートです。

海岸近くを歩く高低差のないルートとなります～

*岩手県洋野町 種市駅～きのこの
駅
*歩 行：約4時間 約18.5km
標高差約６８ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝＝種市駅(10:00)・・・★マリンサイドスパた
ねいち・・・★ひろの水産会館ウニーク・・・旧洋野町立宿戸中学校に
て休憩・住民とふれあい・「洋野オリジナル弁当」ランチ・・・大浜踏
切・・・原子内水門から有家海岸を眺める・・・有家駅・・・★きのこの
駅(16:00)＝＝盛岡駅西口(18:00頃)

6/18（土）

1１,800円

出発日

旅行代金

4
入門レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

ユニークな体験 ユニークな体験 ユニークな体験 ユニークな体験
初めて「野山」を歩く方向き。標
高差100m未満のほぼ平坦な道歩き。
4時間以内

ハイク 入門

本格ハイクへのステップアップに！
標高差100m以上のややアップダウンの
ある道歩き。2～5時間程度

軽い登山も含む本格的なハイキング。
標高差100m以上、300m未満のアップ
ダウンのある道歩き。5時間以上

登山は初めてという方、しばらく登山
をお休みしていた方に最適のコースで
す。標高差500m未満、4時間以内。

歩行レベル

ハイク 初級 ハイク 中級 登山入門

ユニークな体験 ユニークな体験 ユニークな体験 ユニークな体験

その他の場所では味わえない、
その地ならではの体験がある。

ユニークな体験

体験を通じて、自己が成長・変
化していくことを感じることが
できる。

旅行前より心身ともに健康に
なった感覚を得ることができる。

身体的・心理的に様々な意味合
いでの「挑戦」の要素が体験に
含まれている。

体験にあたって、文化や自然に
対してインパクトを最低限に抑
えられていると感じられる。

アドベンチャートラベルが提供する体験価値

自己変革 健康であること 挑戦 ローインパックト

み
ち
の
く
潮
風
ト
レ
イ
ル



～カキやホタテの養殖棚が広がる山田湾のシンボル的な存在を見ながら、美しい

展望が誇る牛転峠を乗り越えるルートとなります～

*岩手県山田町 小谷鳥漁港～牛転峠～船越漁港

*歩 行：約4時間 約9km
標高差約290ｍ

盛岡駅西口(7:00)＝=宮古駅(9:00)＝＝★道の駅やまだ（9:40）=＝
小谷鳥漁港(10:10)・・・牛転峠・・・荒神海水浴場・・・船越漁港(15:30)＝
＝★鯨と海の科学館見学(16:30発)＝＝宮古駅(17:15)＝＝盛岡駅西口
(19:15頃）

9/10（土）

11,800円

出発日

旅行代金

中級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～東日本大震災を引き起こした自然の脋威と、復興の力強さを感じられま

す。また、広田湾の牡蠣筏など人々の生業が生み出す風景も楽しめます～

*岩手県陸前高田市 碁石海岸～黒崎仙峡温泉

*歩 行：約3.5時間 約14km
標高差約55ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝=★碁石海岸インフォーメーションセンター(10:00)・・・長
洞元気村にて住民とふれあい・漁師ランチ・・・広田海水浴場・・・★黒崎仙峡温
泉(15:30)＝＝★道の駅高田松原(16:30発)==盛岡駅西口（18:30頃）

8/7（日）

12,800円

出発日

旅行代金

入門レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～多様な海岸風景が魅力的なルートです。穏やかな入り江に大理石質の

岩石が映える大理石海岸、津波に運ばれてきた巨石を見ることもできます

～*宮城県気仙沼市
早馬神社～唐桑半島ビジター
*歩 行：約4時間 約11.5km
標高差約100ｍ

盛岡駅西口(7:30)==★早馬神社(9:50)・・・★唐桑民宿つなかんにて休憩・
気仙沼特製弁当ランチ・住民とふれあい・・・巨釜半造・・・神の倉の津波石・・・御
お先神社・・・★唐桑半島ビジターセンター(16:00)＝盛岡駅西口(18:15頃)

9/23（金・祝）

11,800円

出発日

旅行代金

初級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～県内一の規模を誇る大船渡港、奇岩や島・洞穴が続く荒らしい絶景碁

石海岸と見どころが続くルートです～

*岩手県大船渡市 陸前赤崎駅～穴通磯
*歩 行：約3.5時間 約14・５km
標高差約90ｍ

盛岡駅西口(７:30)＝＝陸前赤崎駅(9:45)・・★キャッセン大船渡にて三陸の
海の幸ランチ・・・★大船渡温泉にて休憩・・・細浦漁港・・・穴通磯（15:00）
＝＝★碁石海岸インフォーメーションセンター(16:00発)＝＝盛岡駅西口
(18:15頃)

１０/2９（土）

11,800円

出発日

旅行代金

入門レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～真崎展望台、三王岩園地からは、海食洞窟や半島・巨岩を見下ろす絶景が

広がります。アップダウンはありますが、飽きの来ない眺望が魅力のルート～

*岩手県宮古市 真崎海岸～浄土ヶ浜
*歩 行：約4時間 約10km
標高差約120ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝=宮古駅(9:30)==真崎海岸(10:00)・・・真崎神
社・・・三王岩・・・たろう観光ホテル(学ぶ防災)・・・★道の駅たろうにて昼食＝＝
大沢漁港・・・蛸の浜・・・浄土ヶ浜・・・★浄土ヶ浜ビジターセンター(16:30)＝＝
宮古駅（17:00）＝＝盛岡駅西口(19:00頃)

１１/1２（土）

11,800円

出発日

旅行代金

初級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

11 12

9

7 8

～鵜の巣断崖といった三陸随一の風景が見られる展望所からスタートし、海岸の

すぐそばの森を行くルートです。山慣れした方にも満足いただけるルートです～

*岩手県岩泉町 鵜の巣断崖～岩泉小本
*歩 行：約5時間 約10.5km
標高差約200ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝=宮古駅(9:30)==鵜の巣断崖スタート(10:30)・・・御
殿崎自然休養林にて地元の食材を使ったランチ・・・★浜の駅おもと愛土館・・・★
日食チェーン山口屋・・・★小本観光センター・・・岩泉小本駅(16:00)＝＝宮古
駅(17:00)==盛岡駅西口(19:00頃)

1０/９（日

11,800円

出発日

旅行代金

中級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

10

～十府ケ浦や玉川海岸の景勝地とのどかな風景に癒されるルートです。塩

づくりや鉱山探検といった体験や、絶品のホタテなどの食も充実～

*岩手県野田村 陸中野田駅～えぼし荘
*歩 行：約3.5時間 約15.5km
標高差約190ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝＝久慈駅(9:40)＝＝陸中野田駅（10:00)・・・★道
の駅のだ・・・愛宕神社・・・ほたてんぼうだいにて野田オリジナル弁当ランチ・・・震災
遺構米田歩道橋・・・★マリンローズパーク・・・★国民宿舎えぼし荘15:30＝＝
久慈駅(16:00)＝＝盛岡駅西口(18:15頃)

7/2（土）

12,800円

出発日

旅行代金

5
初級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

～海近くの森を進む侍浜や久慈市街を歩くルートです～

*岩手県久慈市 桑畑漁港～もぐらんぴあ
*歩 行：約3.5時間 約17km
標高差約100ｍ

盛岡駅西口(7:30)＝＝道の駅くじ(9:50)＝＝桑畑漁港(10:30)・・・侍
石・・・侍浜市民センターで地元のお母さんたちが振る舞う郷土料理ランチ・・・横
沼展望所・・・厳島神社・・・紲の森・・・大銀杏の木・・・★もぐらんぴあ(16:30)
＝＝★道の駅くじ(17:00発）＝＝盛岡駅西口(18:30頃)

7/23（土）

12,800円

出発日

旅行代金

初級レベル

日帰り

最少催行人員15名 募集人員20名

6

※歩行時間に休憩は含まれていません。※添乗員と現地ガイドが同行致します。※利用予定バスは岩手県北バス又は同等クラス。
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表記はあくまでも目安です。また「歩行時間」に休憩は含みません。

4 5 6

8 97

旅行代金

出発日

約4時間
約10km

5月5日（木・祝）

2

縄文からの歴史や自然を感じながら数多くの景勝
地が存在する奥松島・宮戸島を一巡りします。

9,700円

厨川バス本社6:30・盛岡駅西口7:00 ==HW＝==あお
みな・・・大高森薬師堂・・・奥さとはま縄文の里史跡公
園・・・タブノキ・・波津々浦・・陸の奥松島・・・稲ヶ崎公園・・・
月浜海水浴場・・・新浜岬・・・歴史を紡ぐ林道==入浴==
盛岡駅西口18:30・ 厨川18:50頃

旅行代金

出発日

約2時間
約3km

5月7日（土）

3

湿原の周囲には広葉樹林が広がり、独特の自然環
境が作り上げられ、希少な草花や多様な植物の生育
空間となっています。

厨川バス本社8:10・盛岡駅西口8:30==櫃取湿原入
口・・・牧場・・・ミズバショウ群生地（往復）==盛岡駅西
口15：10頃・ 厨川15：30頃

7,800円

約2時間
約4.6km

平安時代に山伏たちがまで金を運んだ街道。平安時代から
明治まで歴史の変遷を伝える歴史の道を歩きます。

出 発 日出 発 日

旅行代金 旅行代金

厨川バス本社7:00・盛岡駅西口7:30 ==HW＝= 
県道2号線ふるさと林道入口・・・湯の沢冷泉・・・湯の沢
地蔵尊・・・藤の滝・・・小田川鉄橋・・・喜良市小田川
林道入口==入浴==盛岡駅西口16:00・ 厨川16:20頃

厨川バス本社8:30・盛岡駅西口9:00 ==HW＝= 
ゆだ高原駅・・・白木野人形送り標柱・・・野々宿・・・
ユキツバキ群生地・・・国境口・上黒沢 ==入浴==
盛岡駅西口16:00・ 厨川16:20頃

8,300円

5月21日（土）
5月12日（木）

5月15日（日）

太宰の小説「魚服記」の舞台藤の滝や、森の中に出現する
厳かで神秘的な泉“湯の沢冷泉”などを通ります。

約2.5時間
約10km

10,800円

約2.5時間
約5km

奥入瀬渓流沿いの新緑に包まれた中、川のせせらぎを聞きながらの
ハイキングはマイナスイオンたっぷりの爽快感満喫でリフレッシュ♪

出発日

旅行代金 10,800円

6月13日（月）

6月25日（土）

厨川バス本社7:10・盛岡駅西口7:30 ==HW＝=
==銚子大滝==石ケ戸・・・阿修羅の流れ・・・雲井の滝
==盛岡駅西口17:10頃・ 厨川17:30頃

気軽に楽しめるこのコースは、新緑をくぐりぬけるとそこには、知る人
ぞ知るキヌガサソウの群生地・長沼が広がります。また日本一の大
泥火山をは. じめ大湯沼など自然の驚異ともいえる火山現象を目

の当たりに観察できます。

出 発 日
約3.5時間
約6.5km

旅行代金

6月19日（土）

8,600円

厨川バス本社7:30・盛岡駅西口8:00 ==HW＝= 
ふけの湯・・・大谷地・・・長沼・・・大谷地・・・ ふけの湯
=== 後生掛自然研究路：泥火山・大湯沼 === 
盛岡駅西口16:40・ 厨川17:00頃

約2時間
約3.5km

八甲田の湿原で最も大きいの北麓の田代平湿原で木道を散策した後、
八甲田ロープウェーで田茂萢湿原を散策する八甲田満喫プラン♪

出 発 日

旅行代金

6月26日（日）

12,600円

厨川バス本社6:30・盛岡駅西口7:00 ==HW＝= 
田代平湿原ハイキング=== 八甲田ロープウェー・・・
田茂萢湿原（八甲田ゴードライン）ハイキング===
酸ヶ湯温泉で入浴==盛岡駅西口17:50・ 厨川18:10頃

約2時間
約3.5km

出 発 日

旅行代金 9,500円

7月17日（日）

7月20日（木）

花に詳しいガイドが同行。花の百名山の八幡平は高低差も
少なく、ゆったりとお手軽にフラワートレッキングが楽しめます。

厨川バス本社8:10・盛岡駅西口8:30 ==HW==
===黒谷地湿原・・・熊の泉・・・源太森・・・八幡沼
・・・山頂・・・鏡沼・・・見返り峠=＝＝入浴=＝=
==盛岡駅西口16:10頃・ 厨川16:30頃
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東北屈指の大峡谷・鳴子峡が抱く自然と、温泉
が有名な地域ならではの手湯と足湯も楽しむこと
ができます。

出発日 5月3日（火・祝）

旅行代金

約4時間
約10km

9,500円

1

厨川バス本社6:30・盛岡駅西口7:00 ==HW＝==鳴
子峡・・・回顧橋・・・奥の細道・・・日本こけし館・・鳴子温泉
神社・・鳴子温泉で入浴==盛岡駅西口18:30・ 厨川
18:50頃

1.募集型企画旅行契約

この旅行は㈱みちのりﾄﾗﾍﾞﾙ東北(盛岡市厨川1-17-18、観光庁登録旅行業第2012号。以下「当社」と

いいます。)が企画･実施する旅行であり、この旅行に参加 するお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」とい

います。)を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行契約書(全文)、出発前にお渡

しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

2.個人情報の取扱について

(１)当社及び販売店は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、

お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行におい

て運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続きに必

要な範囲内で利用させていただきます。

3.取消料

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときには、次の金額を取消料として申し受けま

す。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

１．21日前にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)・・・無料

2．20日前(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除(3～6除く)

・・・旅行代金の20％

3．7日前にあたる日以降の解除(4～6除く)・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の30％

4．旅行開始日の前日の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の40％

5．当日の解除(６を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％

4.旅行日程・旅行代金の変更

運輸機関のスケジュール･気象条件その他不可抗力による事由で、また運輸機関の運賃･料金の

改定により、旅行日程･旅行代金を変更する場合があります。但し旅行代金を増額変更するとき

には、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知い

たします。尚、お客様のお申出により旅行内容に変更がある場合は別途所要経費をいただきます

5.特別補償

お客様が旅行中、生命、身体、又は荷物に被られた一定の損害については、 当社の責任が生じる

か否かを問わず特別補償規定に定めるところにより、保証金及び見舞金をお支払いします。

6.免責事項

お客様が以下の理由により損害を受けられた場合は責任を負いません。天災地変･暴動又はこれ

らのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。運送･宿泊機関の事故もしくは火災又は、

これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。日本の官公署の命令又は伝染病によ

る隔離。自由行動中の事故･食中毒･盗難･水難などによって生じた被害。

運輸機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時の短縮。

7.催行中止

コースによりお客様が最少催行人員に満たない時には、旅行の催行を中止することがあります。

この場合は旅行開始日の前日から起算して遡って13日前に当たる日より前までに(日帰りは3日

目にあたる日より前までに)ご連絡し、お客様に当社がお預かりしている旅行代金全額をお返し致

します。

8.添乗員･････原則として同行いたします。

9.この旅行条件は2022年3月1日を基準としております。又、旅行代金は2021年3月1日現在の有効

な運賃･規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

10.その他は当社旅行業務約款によります。

ご旅行条件（要約） 申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。

～ 旅行傷害保険のおすすめ ～
旅行中に被られた一定の損害は当社の旅行業約款、特別補償規定の定めによりお支払致しますが、登山中の事故、災害については当社は一切責任を負いません。
万一、事故などが発生した場合に要する費用はお客様の負担になりますので、任意保険の加入をお勧めします。

●登山ツアーは山岳地帯を対象にしており、その危険につきましては充分認識された上でご参加されますようお願い致します。トレイル、ハイキングツアーもご自身の体力やレベルに合ったツアーにご参加ください。
●登山の場合、最低限の装備（雨具、登山靴、ザックなど）をご準備されていない、または基礎体力がないと思われる方は、当日においてもご参加のお断り、または登山を中止させていただくことがあります。
●コース中に表示の出発時間および帰着時間は予定を記載してあります。時間が変更になることもありますので予めご了承下さい。また国内旅行のお部屋割りは男女別相部屋が基本となります。
●全コース雨天決行です。ただし、天候その他の事由によりルートの変更・中止・山小屋での停滞」日数の延長をする場合があります。その際にかかる費用はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
●ご旅行中に被られた一定の損害は当社、旅行業約款、特別保障の定めによりお支払いたしますが、登山中の事故・災害につきましては当社は一切の責任を負いません。もしもの場合に備え当社は右記の国内旅
行損害保険を付帯しておりますが、万一事故などが発生した場合に要する費用は、お客様のご負担となりますので別途、任意保険のご加入をお勧めいたします。
●各ツアーで利用する航空ダイヤ、フェリー、JRはパンフレット作成時のもので催行月のものとは異なる場合があります。確定時間は最終日程表にてご案内させていただきます。
●ガイドレシオ（引率者の適正配置）お客様8～15名毎に最低1名のスタッフが引率いたします。（※コースによって異なります。）

♢添乗員同行 ♢食事は各自用意下さい。 ♢最少催行人数10名 ♢予定バス・岩手県北バス同等クラス

中級初級

初級初級

初級初級

入門

入門

初級


